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18049 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第1競走 ��2，770�障害3歳以上未勝利
発走10時10分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード2：59．3良

69 ベイビーステップ 牡7鹿 60 伴 啓太大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488－ 83：01．8 3．2�
22 � リ ッ ジ マ ン 牡8鹿 60 森 一馬�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 460－ 43：02．12 2．7�
712� メジャーリーガー 牡8黒鹿60 草野 太郎木村 廣太氏 松山 将樹 新ひだか 木田牧場 500＋ 83：02．84 5．9�
33 � オノーレペスカ 牝5青 58 大江原 圭三岡 陽氏 小桧山 悟 浦河 三嶋牧場 428± 03：03．43� 44．4�
34 クリエイトザライフ �5栗 60 北沢 伸也飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 484－ 83：03．93 38．4�
814 テンチシンメイ 牡4鹿 60 石神 深一岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 520± 03：04．85 71．7	
711 トキノハヤテ 牡4鹿 60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 秋場牧場 504－ 43：05．43� 93．8

46 オレンジオレンジ 牝5鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 462－ 63：05．82� 12．2�
813 グリニッチヴィレジ 牝8黒鹿58 金子 光希 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 456＋263：05．9� 98．4
58 レッドサイオン �5鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438－ 23：06．64 10．7�
57 カフジロッソ 牡5鹿 60 白浜 雄造加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 520＋ 23：13．4大差 37．9�
11 � スフバータル �8栗 60 大庭 和弥�和田牧場 中野 栄治 新ひだか 城市 公 514＋123：13．72 62．5�
45 ニシノオクタゴン 牡6青鹿60 小野寺祐太西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 486－ 2 （競走中止） 63．6�
610 シゲルベンガルトラ 牡7栗 60 植野 貴也森中 蕃氏 和田 勇介 新冠 石田牧場 470－ 2 （競走中止） 10．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，500，900円 複勝： 26，489，000円 枠連： 9，731，200円
馬連： 37，692，900円 馬単： 18，538，500円 ワイド： 33，195，200円
3連複： 67，427，800円 3連単： 78，002，200円 計： 290，577，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（2－6） 440円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 4，230円

票 数

単勝票数 計 195009 的中 � 47315（2番人気）
複勝票数 計 264890 的中 � 65274（1番人気）� 57894（2番人気）� 41342（3番人気）
枠連票数 計 97312 的中 （2－6） 17085（1番人気）
馬連票数 計 376929 的中 �� 48617（1番人気）
馬単票数 計 185385 的中 �� 11793（2番人気）
ワイド票数 計 331952 的中 �� 42365（1番人気）�� 25311（2番人気）�� 24353（3番人気）
3連複票数 計 674278 的中 ��� 48328（1番人気）
3連単票数 計 780022 的中 ��� 13341（2番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 50．9－3F 38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
9，2－10，8－3（1，12）11，4（13，6）－（14，7）
9，2，10（3，12）（11，4）－8－6－（13，14）＝1－7

2
�
・（9，2）－10，8（3，12）11－4，6，13，1－14－7
9，2－（10，12）（3，4）＝11－（8，14）（6，13）＝7－1

勝馬の
紹 介

ベイビーステップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2016．10．2 中山9着

2014．4．12生 牡7鹿 母 カルテブランシェ 母母 シェナンドアリバー 障害：3戦1勝 賞金 12，300，000円
〔競走中止〕 ニシノオクタゴン号は，1周目1号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

シゲルベンガルトラ号は，2周目1号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。・・・〔制裁〕 テンチシンメイ号の騎手石神深一は，馬場入場後に右あぶみ革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アームストロング号・コルドゥーン号・ダウラギリ号

18050 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時45分 （ダート・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

712 メイショウホオズキ 牝3鹿 54 吉田 豊松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 466± 01：48．8 6．2�
610 ユキヤコンコン 牝3芦 54

53 ☆菅原 明良椎名 節氏 上原 博之 浦河 杵臼牧場 466－ 41：49．01� 3．8�
35 ビリーヴインミー 牝3黒鹿54 三浦 皇成�グランド牧場 萩原 清 新ひだか グランド牧場 466－ 2 〃 クビ 3．2�
713 アポロスマイル 牝3黒鹿 54

51 ▲永野 猛蔵アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 B484± 0 〃 ハナ 8．7�
34 ホウオウハイエスト 牝3栗 54

51 ▲原 優介小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 61：49．31� 14．2�
58 サンマルベローチェ 牝3鹿 54 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 468－ 21：50．15 109．7	
11 エターナルルビー 牝3鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 61：50．2クビ 33．9

23 ロイヤルパフューム 牝3芦 54 武藤 雅 �サンデーレーシング 青木 孝文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 81：50．62� 141．3�
59 エ ミ ー ジ ョ 牝3青鹿54 木幡 巧也木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 452－ 81：50．81� 50．5�
815 リエヴェメンテ 牝3鹿 54 丸山 元気 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 470± 01：51．01� 4．9
814 オブザーバー 牝3芦 54 内田 博幸望月 雅博氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 388－ 61：51．31� 223．2�
611 ミッキープリティ 牝3鹿 54 戸崎 圭太野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 520－ 21：51．51� 20．1�
47 アッシュゲイル 牝3芦 54

51 ▲小林 脩斗山口 敦広氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 460＋ 81：51．71� 273．0�
22 グルーヴィンルビー 牝3鹿 54 嘉藤 貴行阿部 善武氏 大和田 成 新冠 オリエント牧場 470－ 8 〃 クビ 220．0�
46 エリカルーチェ 牝3鹿 54

52 ◇藤田菜七子三木 正浩氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 462－ 41：51．8� 103．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，737，200円 複勝： 45，578，900円 枠連： 11，574，600円
馬連： 52，115，000円 馬単： 23，572，800円 ワイド： 47，410，900円
3連複： 82，245，000円 3連単： 94，230，100円 計： 389，464，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 150円 � 140円 � 120円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 360円 �� 300円 �� 220円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 6，340円

票 数

単勝票数 計 327372 的中 � 41988（4番人気）
複勝票数 計 455789 的中 � 64233（3番人気）� 81786（2番人気）� 117623（1番人気）
枠連票数 計 115746 的中 （6－7） 15623（3番人気）
馬連票数 計 521150 的中 �� 35298（3番人気）
馬単票数 計 235728 的中 �� 7788（7番人気）
ワイド票数 計 474109 的中 �� 30418（3番人気）�� 38447（2番人気）�� 61044（1番人気）
3連複票数 計 822450 的中 ��� 70819（1番人気）
3連単票数 計 942301 的中 ��� 10774（9番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．2―13．6―13．3―12．5―12．9―13．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．5―44．1―57．4―1：09．9―1：22．8―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3
7，8，9（5，11，13）（12，15）4，6（1，10）2，3＝14・（7，8）（9，13）（5，12，15）－（4，11，10）1（6，3）2－14

2
4
・（7，8）（5，9）（11，13）（4，12，15）（1，6，10）（2，3）－14・（7，8，9）（5，13）（4，12，15）（1，10）－（11，3）（2，6）14

勝馬の
紹 介

メイショウホオズキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 メイショウドトウ デビュー 2021．2．28 中山8着

2018．2．19生 牝3鹿 母 メイショウシオギリ 母母 メイショウエビータ 7戦1勝 賞金 8，710，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ゲームアプレット号・ゴーゴーレインボー号・ヒカルマドンナ号

第１回 福島競馬 第５日



18051 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

611� ニルアドミラリ 牡3鹿 56 戸崎 圭太�ノースヒルズ 和田正一郎 米 Scott Dil-
worth 558－ 41：47．0 5．2�

610 グランディス 牡3鹿 56 三浦 皇成石井 輝昭氏 高橋 裕 浦河 栄進牧場 B458± 01：47．21 3．3�
814 セバスチャン �3鹿 56

53 ▲小林 脩斗平田 修氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 452－ 61：47．41� 11．1�
34 フラワーリスペクト 牝3栗 54

51 ▲原 優介花村 誠氏 池上 昌和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412－ 41：47．82 176．7�

22 ヴ ァ ル ガ ス 牡3鹿 56 M．デムーロ�フクキタル 高橋 祥泰 新冠 パカパカ
ファーム 490－ 21：48．12 6．0�

46 トーセンルチアーノ �3青鹿56 内田 博幸島川 	哉氏 田村 康仁 新冠 大狩部牧場 466± 01：48．52� 24．3

47 アウトストラーダ 牡3鹿 56 丸山 元気 �シルクレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：48．81� 4．9�
815 トーヨーヒヨウ 牡3栗 56 吉田 豊中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B522± 01：48．9� 230．9
58 テイエムアトム 牡3栃栗56 丸田 恭介竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 514＋ 21：49．22 10．1�
59 ディープアゲイン 牡3鹿 56 津村 明秀田村 彰夫氏 相沢 郁 日高 浜本牧場 508－ 61：49．4	 19．8�
11 カーラミーア 牝3黒鹿54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434＋ 21：49．5� 27．9�
713 エピックデイ 牝3栗 54 杉原 誠人 �京都ホースレーシング 畠山 吉宏 浦河 鎌田 正嗣 442－ 61：49．6� 231．5�
712 アヴォロンティ 牝3青 54

51 ▲永野 猛蔵�大樹ファーム 伊藤 大士 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 454± 01：49．7� 222．6�

23 ブレイキンルース 牝3青鹿54 宮崎 北斗石井 義人氏 中川 公成 新ひだか 上野 正恵 418－ 41：49．8� 275．0�
35 ゲットアップ �3黒鹿56 木幡 巧也 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B468－ 4 〃 クビ 17．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，807，100円 複勝： 53，940，800円 枠連： 12，403，800円
馬連： 51，094，000円 馬単： 20，920，000円 ワイド： 45，820，700円
3連複： 79，389，800円 3連単： 80，079，600円 計： 375，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 140円 � 260円 枠 連（6－6） 850円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 300円 �� 830円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 14，260円

票 数

単勝票数 計 318071 的中 � 48734（3番人気）
複勝票数 計 539408 的中 � 74400（3番人気）� 119527（1番人気）� 43326（5番人気）
枠連票数 計 124038 的中 （6－6） 11194（4番人気）
馬連票数 計 510940 的中 �� 50740（1番人気）
馬単票数 計 209200 的中 �� 9251（2番人気）
ワイド票数 計 458207 的中 �� 44698（1番人気）�� 13180（10番人気）�� 15076（7番人気）
3連複票数 計 793898 的中 ��� 18854（6番人気）
3連単票数 計 800796 的中 ��� 4070（23番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．1―12．8―12．9―12．5―12．5―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．3―43．1―56．0―1：08．5―1：21．0―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
10，11（4，5，14）15（8，12）（1，7）9－3（6，2）＝13
10，11（4，14）15，2，12（8，9，7）－1，6（5，3）－13

2
4
10，11（4，14）（5，15）（8，12）1，7（9，2）3－6－13
10（11，14）－4－（15，2）（8，12，7）9（1，6）－（5，3）－13

勝馬の
紹 介

�ニルアドミラリ �
�
父 Dialed In �

�
母父 Untuttable デビュー 2021．6．12 東京5着

2018．3．22生 牡3鹿 母 Into Reality 母母 Sweet Mia 3戦1勝 賞金 6，910，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤギリエール号
（非抽選馬） 4頭 シャークウォーニン号・シータリズム号・ネオアスペクト号・レイドフルール号

18052 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第4競走 ��3，380�障害3歳以上オープン
発走11時45分 （ 芝 ）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：38．5良

22 マイネルヴァッサー 牡8鹿 60 小野寺祐太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 430± 03：44．6 4．6�

813 レンジストライク 牡6黒鹿61 石神 深一 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 540－ 2 〃 ハナ 2．3�

45 ビレッジイーグル 牡4黒鹿60 大江原 圭村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 502＋ 23：45．23� 8．3�
712� アイファーアクター 牡5鹿 60 蓑島 靖典中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 486＋ 43：45．62� 41．0�
33 � ホシルミエール �8鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 468－183：45．92 16．9	
814� アーネストホープ �7栗 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 478－ 23：46．0� 70．5

34 ニシノベイオウルフ 牡6黒鹿60 高野 和馬西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 498－ 43：46．31	 165．3�
711 ジョーカーワイルド 牡6鹿 60 熊沢 重文 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 518－ 63：46．93� 134．8�
610 シゲルロウニンアジ 牡8鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 武 牧場 502－103：47．32� 7．1
57 � ウインリベロ 牡6栗 60 江田 勇亮�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 436± 03：47．83 55．5�
46 タガノファジョーロ 牡5鹿 60 北沢 伸也八木 秀之氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B456－10 〃 クビ 8．9�
11 ノワールギャルソン 牡9黒鹿63 中村 将之ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 448＋ 23：50．1大差 33．0�
69 ラテールプロミーズ �8青鹿61 五十嵐雄祐ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 504± 03：50．2クビ 20．5�
58 
 ストレイライトラン �6黒鹿60 草野 太郎 �ローレルレーシング 堀井 雅広 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 514＋ 63：51．810 25．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，165，000円 複勝： 30，746，500円 枠連： 11，437，900円
馬連： 38，629，700円 馬単： 19，876，600円 ワイド： 33，025，700円
3連複： 67，698，300円 3連単： 83，576，800円 計： 309，156，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 130円 � 200円 枠 連（2－8） 580円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 240円 �� 520円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 241650 的中 � 41625（2番人気）
複勝票数 計 307465 的中 � 52704（2番人気）� 76323（1番人気）� 31596（4番人気）
枠連票数 計 114379 的中 （2－8） 15098（2番人気）
馬連票数 計 386297 的中 �� 53503（1番人気）
馬単票数 計 198766 的中 �� 10497（3番人気）
ワイド票数 計 330257 的中 �� 39534（1番人気）�� 14896（6番人気）�� 16840（4番人気）
3連複票数 計 676983 的中 ��� 32398（3番人気）
3連単票数 計 835768 的中 ��� 7150（14番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 53．4－3F 40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→→�」
�
�
5－4，9（1，13）－（8，3）（10，2）12，7，14（11，6）
5，4－13－2－3，1（12，10）11－（7，14）9，8，6

�
�
5，4－（1，9）13（8，3）（10，2）（12，14，11，7）－6
5，4（13，2）－3－12－10－（1，11，14）－7－6－9－8

勝馬の
紹 介

マイネルヴァッサー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロブライト デビュー 2016．1．10 中山12着

2013．5．12生 牡8鹿 母 コスモスプラッシュ 母母 スプライトパッサー 障害：43戦2勝 賞金 73，170，000円



18053 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時35分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．2
1：44．5

良
良

710 セプテンベル 牝2鹿 54
53 ☆菅原 明良大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 422 ―1：51．6 15．6�

68 サバイバルアート 牝2鹿 54 柴田 大知福田 光博氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 408 ―1：51．7� 161．2�
812 ホノノディーヴァ 牝2鹿 54 内田 博幸鈴木 誠氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478 ― 〃 クビ 65．7�
11 マジカルキュート 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 438 ―1：51．8クビ 1．4�
22 モリノドリーム 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 472 ―1：51．9� 112．0�
45 サ ン カ ル パ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム 466 ― 〃 ハナ 7．7	
44 ポルテーニャ 牝2栗 54 石橋 脩
G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408 ―1：52．0� 9．9�
69 セットセイル 牝2栗 54 M．デムーロ
G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 450 ―1：52．21� 33．4�
56 カナリコッタゲーム 牝2鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 416 ―1：52．73 24．9
33 フラッシュアーク 牝2芦 54 武藤 雅小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 440 ― 〃 ハナ 18．9�
813 エフティイライザ 牝2芦 54 丸山 元気吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 500 ―1：53．01� 21．3�
57 ロイヤルソウル 牝2鹿 54 木幡 初也フィールドレーシング 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 458 ― 〃 クビ 54．7�
711 パッションメーカー 牝2栗 54 津村 明秀 �社台レースホース宮田 敬介 千歳 社台ファーム 438 ―1：53．74 50．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，708，500円 複勝： 99，445，200円 枠連： 14，274，600円
馬連： 51，773，700円 馬単： 35，126，500円 ワイド： 42，934，900円
3連複： 74，323，600円 3連単： 120，405，500円 計： 483，992，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 1，030円 � 6，760円 � 3，130円 枠 連（6－7） 8，460円

馬 連 �� 92，020円 馬 単 �� 215，940円

ワ イ ド �� 16，040円 �� 6，210円 �� 32，380円

3 連 複 ��� 551，900円 3 連 単 ��� 6，714，920円

票 数

単勝票数 計 457085 的中 � 24793（4番人気）
複勝票数 計 994452 的中 � 26714（6番人気）� 3813（13番人気）� 8340（11番人気）
枠連票数 計 142746 的中 （6－7） 1307（16番人気）
馬連票数 計 517737 的中 �� 436（71番人気）
馬単票数 計 351265 的中 �� 122（134番人気）
ワイド票数 計 429349 的中 �� 690（68番人気）�� 1796（46番人気）�� 341（77番人気）
3連複票数 計 743236 的中 ��� 101（272番人気）
3連単票数 計1204055 的中 ��� 13（1639番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―12．9―13．6―12．8―12．2―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．0―37．9―51．5―1：04．3―1：16．5―1：28．3―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1
1
3
10，12，7（8，9）（1，4）（2，6）3，11（5，13）・（10，12）（7，8，9，4）（2，1，6）（5，3）（13，11）

2
4

・（10，12）（7，8，9）1（4，6）（2，3）（5，11）－13・（10，12）（9，4）（7，8）（2，1）（5，6）（13，3）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セプテンベル �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．4．16生 牝2鹿 母 ベ ラ ル ー ナ 母母 エンジェルインザモーニング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ロイヤルソウル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

18054 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第6競走 ��1，200�2歳新馬
発走13時05分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．5
1：07．5

良
良

611 ウインモナーク 牡2鹿 54 武藤 雅�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 470 ―1：10．8 4．2�
24 ヴェラフォルツァ 牝2鹿 54 M．デムーロ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園 正都 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム B426 ―1：11．01� 2．6�
11 イールテソーロ 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 450 ―1：11．1� 14．0�

48 キタノラズベリ 牝2栃栗 54
51 ▲永野 猛蔵北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 田中 裕之 434 ― 〃 クビ 23．2�

36 ニシノマンテン 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 青木 孝文 新冠 中山 高鹿康 440 ―1：11．63 58．7�
713 デ カ メ ロ ン 牝2青鹿 54

51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 岩見牧場 406 ―1：11．7クビ 48．2	
59 レウェルティ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太野嶋 祥二氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 450 ―1：12．01� 5．4

815 ト リ グ ラ フ 牡2鹿 54 木幡 巧也山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 420 ― 〃 クビ 17．1�
510 ハ レ マ チ 牝2黒鹿54 石橋 脩�サンライズ 小手川 準 新ひだか 加野牧場 474 ―1：12．53 15．4
47 リョウランポケット 牡2青鹿54 宮崎 北斗佐藤 啓子氏 伊藤 伸一 新冠 タニグチ牧場 472 ― 〃 クビ 21．6�
612 グットウインド 牡2鹿 54 江田 照男八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 460 ―1：12．7� 85．2�
12 ミ ラ ビ リ ス 牝2芦 54 石川裕紀人石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 438 ― 〃 アタマ 50．6�
23 グレースミューズ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 430 ―1：12．8� 85．3�
35 ワイワイドリーム 牡2鹿 54 嘉藤 貴行山田 泰司氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 546 ― 〃 ハナ 81．7�
816 ブレットプルーフ 牡2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 片岡 博 492 ―1：13．65 177．8�
714 ピンクパフェ 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 山際 智 416 ―1：13．91� 125．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，265，100円 複勝： 38，499，600円 枠連： 11，869，700円
馬連： 49，702，000円 馬単： 23，000，600円 ワイド： 42，502，000円
3連複： 73，629，500円 3連単： 82，127，300円 計： 357，595，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 140円 � 250円 枠 連（2－6） 700円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 340円 �� 940円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 11，140円

票 数

単勝票数 計 362651 的中 � 71107（2番人気）
複勝票数 計 384996 的中 � 61468（2番人気）� 89479（1番人気）� 30680（5番人気）
枠連票数 計 118697 的中 （2－6） 13044（2番人気）
馬連票数 計 497020 的中 �� 59391（1番人気）
馬単票数 計 230006 的中 �� 11749（4番人気）
ワイド票数 計 425020 的中 �� 35457（2番人気）�� 10782（10番人気）�� 14642（4番人気）
3連複票数 計 736295 的中 ��� 20220（2番人気）
3連単票数 計 821273 的中 ��� 5342（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．8―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―46．8―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．8
3 ・（1，4）9（7，8，14）11－（6，12，15）（3，5，13）16－（2，10） 4 1，4（7，8，9）11－14，6－（12，15）13（3，5）2，10－16

勝馬の
紹 介

ウインモナーク �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 アドマイヤジャパン 初出走

2019．3．18生 牡2鹿 母 コスモメリー 母母 ダンシングメリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソンテ号



18055 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第7競走 ��1，150�3歳未勝利
発走13時35分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

11 キ ラ メ キ 牝3栗 54
53 ☆木幡 育也大原 詔宏氏 大江原 哲 浦河 有限会社

大原ファーム 484－141：09．3 2．4�
35 グランドライズ 牡3黒鹿56 丸山 元気田畑 利彦氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 464＋ 21：09．72� 6．3�
612 レオスパンキー 牡3黒鹿56 木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 ノースガーデン 514－ 21：09．91� 27．4�
815 サイレントナイト 牡3黒鹿 56

54 ◇藤田菜七子大塚 亮一氏 田村 康仁 むかわ 新井牧場 490＋ 21：10．0� 4．6�
36 ゴールデンシエロ 牝3栗 54 丸田 恭介大野 裕氏 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 480－ 41：10．21 89．8�
611 ピットフォル 牝3栗 54 江田 照男	ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 466＋101：10．3� 6．4

12 ハクシンエース 牡3黒鹿56 津村 明秀新井原 博氏 鈴木慎太郎 新冠 川上牧場 424± 0 〃 クビ 83．6�
59 ヴェイルオブナイト 牝3青鹿 54

51 ▲原 優介 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 430＋ 21：10．61� 151．1�
48 トーアテンニョ 牝3栗 54 武士沢友治高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 412± 0 〃 クビ 116．4
23 ドリームルーチェ 牝3鹿 54 柴田 善臣堀口 晴男氏 中川 公成 新ひだか 有限会社石川牧場 408＋ 2 〃 アタマ 78．0�
816 ル ム ロ ン 牝3鹿 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 492 ―1：10．91� 94．2�
713 ゲツメンチャクリク 牝3鹿 54

51 ▲小林 脩斗小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 414－ 21：11．0� 32．8�
510 ハービッグハロー 牡3鹿 56

53 ▲永野 猛蔵吉田 照哉氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B480± 01：11．21� 15．2�
47 ルピナスアイ 牝3栗 54 木幡 初也大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 462－ 2 〃 ハナ 260．6�
24 ド ナ ア ネ ラ 牝3鹿 54

53 ☆菅原 明良山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 452－ 41：11．3クビ 8．4�
714 ヒラボクフラッシュ 牡3栗 56 嶋田 純次�平田牧場 手塚 貴久 浦河 辻 牧場 512－ 21：11．72� 191．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，889，100円 複勝： 49，044，500円 枠連： 11，587，200円
馬連： 63，791，300円 馬単： 25，266，100円 ワイド： 50，414，400円
3連複： 93，056，000円 3連単： 99，289，900円 計： 427，338，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 150円 � 180円 � 400円 枠 連（1－3） 670円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，080円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 5，460円 3 連 単 ��� 18，900円

票 数

単勝票数 計 348891 的中 � 111982（1番人気）
複勝票数 計 490445 的中 � 102977（1番人気）� 72140（4番人気）� 23866（7番人気）
枠連票数 計 115872 的中 （1－3） 13214（2番人気）
馬連票数 計 637913 的中 �� 70642（1番人気）
馬単票数 計 252661 的中 �� 15854（1番人気）
ワイド票数 計 504144 的中 �� 49781（1番人気）�� 11195（12番人気）�� 6703（21番人気）
3連複票数 計 930560 的中 ��� 12760（17番人気）
3連単票数 計 992899 的中 ��� 3807（55番人気）

ハロンタイム 9．4―10．7―11．1―12．4―12．4―13．3

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．1―31．2―43．6―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．2―3F38．1
3 ・（1，4）12，15（11，13）－（2，8）（10，14）6－5，7－（9，3，16） 4 ・（1，12）（4，15）11（2，13）（6，8）－（5，10）14（3，16）（9，7）

勝馬の
紹 介

キ ラ メ キ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 トワイニング デビュー 2020．12．5 中山4着

2018．4．12生 牝3栗 母 トワインブルーム 母母 フ ェ ス ト ネ 8戦1勝 賞金 11，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 デルマニッコウ号・ニンジャゴー号・ノーマロエア号・モーニングアップ号
（非抽選馬） 2頭 タッカーハート号・ペイシャムスビ号

18056 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

713 スイートクラウン 牝3鹿 52
49 ▲小林 脩斗シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 462－ 41：08．1 3．4�

35 ファイアダンサー 牝3青鹿52 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋ 21：08．74 4．2�

816� ハ ニ ー リ ン 牝4鹿 55
52 ▲永野 猛蔵西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 484± 01：08．8クビ 28．2�

510 ネオレインボウ �5鹿 57 吉田 豊西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 466－101：08．9� 31．3�
12 アセンダント 牝5鹿 55 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 454－ 21：09．0クビ 15．4�
24 ネバーランド 牡4鹿 57

54 ▲原 優介田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 432± 01：09．1� 24．0	
23 シュルルヴァン 牝4青鹿 55

54 ☆菅原 明良街風 
雄氏 高木 登 安平 追分ファーム 468－101：09．31� 9．9�
815 シ シ オ ウ �7鹿 57

56 ☆木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 486＋ 41：09．4� 42．9�

47 フ ミ ロ ア 牝3鹿 52
50 ◇藤田菜七子林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 440＋ 21：09．5� 3．1

59 サ ナ チ ャ ン 牝4青鹿55 武藤 雅瀬谷 
雄氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B428± 01：09．6� 121．0�
11 オリアメンディ 牝3鹿 52 木幡 巧也�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 452－ 2 〃 アタマ 21．3�
611 ルドラクシャ 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 460＋ 41：09．7アタマ 127．4�
714 チェスナットロール 牝4栗 55 内田 博幸田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 460＋ 41：09．8� 69．8�
612 スウィートメリナ 牝4栗 55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 高岸 順一 428－ 4 〃 ハナ 72．2�
48 ヒガシヴァルキリー 牝4青鹿55 丸山 元気�ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B428± 01：09．9� 67．2�
36 � ス パ ニ エ ル 牡4鹿 57 江田 照男杉山 忠国氏 高橋 文雅 新ひだか 明治牧場 456＋ 21：10．22 139．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，366，000円 複勝： 49，341，300円 枠連： 13，833，800円
馬連： 65，124，300円 馬単： 26，888，700円 ワイド： 53，446，600円
3連複： 100，864，900円 3連単： 107，577，900円 計： 454，443，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 160円 � 390円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 330円 �� 1，430円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 18，980円

票 数

単勝票数 計 373660 的中 � 86967（2番人気）
複勝票数 計 493413 的中 � 93139（1番人気）� 86993（3番人気）� 24343（7番人気）
枠連票数 計 138338 的中 （3－7） 14214（1番人気）
馬連票数 計 651243 的中 �� 67937（1番人気）
馬単票数 計 268887 的中 �� 14298（3番人気）
ワイド票数 計 534466 的中 �� 47630（1番人気）�� 8934（14番人気）�� 7477（19番人気）
3連複票数 計1008649 的中 ��� 13514（11番人気）
3連単票数 計1075779 的中 ��� 4109（35番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．3―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．3―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．1
3 ・（7，13）（4，16）5（2，14）（1，8，11）9（3，15）－10，12－6 4 ・（7，13）（4，16）（2，5）（1，8）（14，11）（3，9）15，10，12－6

勝馬の
紹 介

スイートクラウン �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．12．5 中山5着

2018．3．2生 牝3鹿 母 キャプテンガール 母母 ツーツーエイプリル 7戦2勝 賞金 16，400，000円
〔制裁〕 フミロア号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番・12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ラブサンキュー号



18057 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第9競走 ��
��2，000�

み な み そ う ま

南 相 馬 特 別
発走14時35分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

南相馬市長賞（1着）
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．3
1：56．1

良
良

714 フィデリオグリーン 牡5鹿 57 野中悠太郎斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 496－ 81：59．5 74．5�
12 ミッキーパンチ 牡4栗 57 田辺 裕信野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 462± 01：59．71� 10．2�
612 ラ カ ン 牡3黒鹿54 菅原 明良本田 恒雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 472－ 81：59．8	 7．0�
816 ナリノモンターニュ 牡4黒鹿57 津村 明秀成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 498＋ 2 〃 ハナ 9．1�
611 セ ナ リ ス ト 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 436＋ 22：00．01� 3．9�
23 ベルウッドエオ 牡3鹿 54 吉田 豊鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 桑田牧場 B460－ 22：00．1クビ 27．1	
815 ズ ー ル ー 牝4鹿 55 丸山 元気椎名 節氏 高木 登 洞
湖 レイクヴィラファーム 472－ 22：00．31� 41．2

47 トーセンクライマー 牡3芦 54 永野 猛蔵島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 0 〃 クビ 40．1�
48 セータステソーロ 牡3栗 54 木幡 巧也了德寺健二ホール

ディングス 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 500－ 22：00．4クビ 50．8�
713 ネイチャーシップ 牡3芦 54 藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 470＋ 4 〃 クビ 64．6�
510 ゴ ル コ ン ダ �4鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532－38 〃 アタマ 5．2�
36 ノーダブルディップ 牡3鹿 54 内田 博幸丸山 担氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 538－ 22：00．5クビ 4．3�
35 サクセスエース 牡3栗 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 488＋ 42：00．71 20．5�
59 ビギングローリー 牡5芦 57 江田 照男窪田 康志氏 中川 公成 平取 坂東牧場 B484＋ 82：01．12� 146．7�
11 レベンディス �4栗 57 三浦 皇成 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 日高 オリオンファーム 490－ 42：01．52� 32．3�
24  ピチカートポルカ 牝5鹿 55 武藤 雅 �社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B510＋ 22：02．45 169．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 47，031，200円 複勝： 75，165，800円 枠連： 22，036，600円
馬連： 99，660，700円 馬単： 34，897，400円 ワイド： 76，483，600円
3連複： 146，167，900円 3連単： 148，452，300円 計： 649，895，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，450円 複 勝 � 1，320円 � 300円 � 290円 枠 連（1－7） 7，480円

馬 連 �� 30，820円 馬 単 �� 66，590円

ワ イ ド �� 7，180円 �� 5，330円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 63，330円 3 連 単 ��� 563，490円

票 数

単勝票数 計 470312 的中 � 5044（14番人気）
複勝票数 計 751658 的中 � 12746（14番人気）� 70626（5番人気）� 73024（3番人気）
枠連票数 計 220366 的中 （1－7） 2281（25番人気）
馬連票数 計 996607 的中 �� 2506（65番人気）
馬単票数 計 348974 的中 �� 393（136番人気）
ワイド票数 計 764836 的中 �� 2702（65番人気）�� 3654（58番人気）�� 15143（13番人気）
3連複票数 計1461679 的中 ��� 1731（168番人気）
3連単票数 計1484523 的中 ��� 191（1272番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．6―12．1―12．5―12．1―12．0―11．9―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．3―34．9―47．0―59．5―1：11．6―1：23．6―1：35．5―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．9
1
3
1，6（5，10）3，11（2，7，8）－16，9，14，4，12－15－13
1，6（5，10）（3，11）（2，7，8）16（9，14，12）（4，15，13）

2
4
1，6（5，10）3，11（2，7，8）－16（9，14）－（4，12）－15－13・（1，6，10）（5，3）（2，11）（14，16，7，8）12（15，13）9－4

勝馬の
紹 介

フィデリオグリーン �
�
父 ザサンデーフサイチ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2018．9．23 中山3着

2016．5．18生 牡5鹿 母 ミサノグリーン 母母 ボストングリーン 21戦2勝 賞金 26，514，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アメジストヴェイグ号・グレルグリーン号・スプリッツァー号・ダンディズム号・マイネルデステリョ号・

ルーパステソーロ号・ローレリスト号

18058 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第10競走 ��1，200�
よ こ て

横 手 特 別
発走15時10分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
横手市長賞・横手市観光協会賞（1着）

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．0
1：06．0

良
良

12 � クリッパークラス 牝5栗 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 458－ 41：09．1 37．5�
59 グリンデルヴァルト 牝4鹿 55 M．デムーロ藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム 454－ 41：09．31� 3．9�
612 ネクストストーリー 牝3芦 52 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 490＋101：09．4� 5．2�
47 オジョーノキセキ 牝6鹿 55 三浦 皇成前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 508± 01：09．5クビ 17．1�
816 ヤマニンプレシオサ 牝4黒鹿55 柴田 善臣土井 肇氏 辻 哲英 浦河 廣田 光夫 472＋ 8 〃 クビ 7．0�
36 ケ ワ ロ ス 牝6鹿 55 丸山 元気 	ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 464＋ 81：09．6クビ 14．4

48 � ドクターデューン 牝6鹿 55 戸崎 圭太松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 480－ 6 〃 クビ 26．3�
510 セイドアモール 牝5鹿 55 菅原 明良 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 荻伏三好フ
アーム B516＋ 8 〃 アタマ 13．1�

35 � マリノスピカ 牝5栗 55 江田 照男和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 478－ 4 〃 ハナ 16．5
713 カンタベリーマッハ 牡3鹿 54 木幡 巧也峰 哲馬氏 鈴木慎太郎 新ひだか 藤吉牧場 502± 01：09．91	 54．0�
714 ロンギングバース 牡3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 462＋ 61：10．0� 6．9�
11 コ コ ラ 牝4黒鹿55 藤田菜七子田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 468－ 41：10．21� 37．0�
23 ニシノコデマリ 牝6鹿 55 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 426＋ 2 〃 ハナ 19．6�
815 ゲンパチアイアン 牡4鹿 57 津村 明秀平野 武志氏 堀井 雅広 新ひだか 飛野牧場 470－ 41：10．3� 13．8�
24 � ドリームジャンボ 牝6鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 486＋ 21：10．4	 79．8�
611 リッチクレマチス 牝4青 55 原 優介長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 454＋ 21：10．72 117．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，533，100円 複勝： 78，288，900円 枠連： 29，307，000円
馬連： 125，828，400円 馬単： 42，770，000円 ワイド： 94，468，900円
3連複： 191，434，800円 3連単： 189，237，600円 計： 798，868，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，750円 複 勝 � 840円 � 230円 � 210円 枠 連（1－5） 4，140円

馬 連 �� 8，640円 馬 単 �� 26，330円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 3，930円 �� 570円

3 連 複 ��� 16，860円 3 連 単 ��� 174，550円

票 数

単勝票数 計 475331 的中 � 10127（13番人気）
複勝票数 計 782889 的中 � 19477（12番人気）� 98732（3番人気）� 106619（2番人気）
枠連票数 計 293070 的中 （1－5） 5474（21番人気）
馬連票数 計1258284 的中 �� 11286（34番人気）
馬単票数 計 427700 的中 �� 1218（95番人気）
ワイド票数 計 944689 的中 �� 7827（44番人気）�� 5928（51番人気）�� 45662（2番人気）
3連複票数 計1914348 的中 ��� 8512（58番人気）
3連単票数 計1892376 的中 ��� 786（600番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．1―11．6―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．1―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 ・（5，6）（11，12）（1，4，13）（2，9，10）（8，3，16，15）（7，14） 4 5，6（1，4，11，12）（2，9，13）（8，10）3（7，16，15）14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�クリッパークラス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アグネスタキオン

2016．6．18生 牝5栗 母 ロイヤルクリッパー 母母 ティークリッパー 10戦2勝 賞金 28，131，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔制裁〕 ネクストストーリー号の騎手杉原誠人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインオルビット号・バカラクイーン号



18059 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第11競走 ��
��1，700�ジュライステークス（Ｌ）

発走15時45分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：43．1
1：40．9

不良
重

610 ケンシンコウ 牡4鹿 57 丸山 元気天野 克彦氏 小西 一男 新ひだか 静内山田牧場 490＋ 61：44．0 8．7�
22 メイショウハリオ 牡4栗 56 田辺 裕信松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 500－ 61：44．85 5．6�
35 デアフルーグ 牡5鹿 56 津村 明秀西森 功氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 510＋ 21：44．9	 5．6�
611 アディラート 牡7黒鹿57 三浦 皇成安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B500－ 61：45．0
 16．5�
46 � モズダッシュスター 牡5栗 56 江田 照男 �キャピタル・システム 南井 克巳 新冠 佐藤牧場 510＋ 21：45．1クビ 16．8�
59 スマートセラヴィー 牡5栗 57 野中悠太郎大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 500＋ 2 〃 クビ 5．8	
58 エルデュクラージュ �7芦 59 戸崎 圭太 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 500－ 61：45．2	 11．9�
712 ロードアクシス 牡6黒鹿56 木幡 巧也 �ロードホースクラブ 奥村 豊 日高 オリオンファーム 464－101：45．41 20．0�
34 マサハヤニース 牡6鹿 56 森 一馬中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 480－101：45．71
 46．1
713 ハーグリーブス 牡6芦 56 吉田 豊水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 502± 0 〃 クビ 73．2�
23 バーンスター 牡5鹿 56 石橋 脩�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 496－ 41：46．12
 25．2�
47 エクスパートラン 牡6青鹿56 永野 猛蔵
キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 460－101：46．2	 23．4�
815 マ リ オ 牡6鹿 56 石川裕紀人サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 498－ 61：46．3クビ 30．0�
11 ライトウォーリア 牡4鹿 56 内田 博幸 
キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 498－ 21：46．4	 5．8�
814 ア ー ド ラ ー 牡7鹿 57 武藤 雅 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484－ 41：46．5
 29．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 94，696，400円 複勝： 131，979，400円 枠連： 61，723，500円
馬連： 282，257，500円 馬単： 95，007，000円 ワイド： 194，905，600円
3連複： 484，070，800円 3連単： 515，967，400円 計： 1，860，607，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 310円 � 200円 � 210円 枠 連（2－6） 1，540円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 940円 �� 680円

3 連 複 ��� 6，390円 3 連 単 ��� 41，880円

票 数

単勝票数 計 946964 的中 � 86561（5番人気）
複勝票数 計1319794 的中 � 100600（5番人気）� 178178（1番人気）� 173337（3番人気）
枠連票数 計 617235 的中 （2－6） 31046（8番人気）
馬連票数 計2822575 的中 �� 62695（8番人気）
馬単票数 計 950070 的中 �� 10582（24番人気）
ワイド票数 計1949056 的中 �� 37071（13番人気）�� 52885（7番人気）�� 75642（2番人気）
3連複票数 計4840708 的中 ��� 56789（9番人気）
3連単票数 計5159674 的中 ��� 8931（84番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．2―12．3―12．4―12．4―12．7―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．1―41．4―53．8―1：06．2―1：18．9―1：31．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8
1
3
・（9，1）（8，12）14＝6，10（4，13）5，15（3，11）－2－7
9（1，8）－12－（10，14，13）（6，5）（4，11）（3，2，15）7

2
4
・（9，1）8，12－14－6，10（4，13）5（3，11）15，2－7・（9，8）（1，10，12）13（6，14，5）（4，11）2－3－（15，7）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケンシンコウ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 クリプティックラスカル デビュー 2019．11．30 中山4着

2017．3．6生 牡4鹿 母 マトゥリアルカ 母母 アマノミツルギ 11戦4勝 賞金 86，865，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードラズライト号
（非抽選馬） 4頭 ケイアイパープル号・ドリュウ号・ハギノアトラス号・メイクハッピー号

18060 7月17日 晴 良 （3福島1） 第5日 第12競走 ��1，150�3歳以上1勝クラス
発走16時30分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：06．1
1：06．1

不良
不良

611 ノアヴィグラス 牝3栗 52
50 ◇藤田菜七子佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 460± 01：08．4 4．9�

612�� ベストマジック 牡5鹿 57 石橋 脩馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B514－ 41：08．71� 5．7�
816 ノ ヘ ア 牝4芦 55 杉原 誠人 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 430＋ 2 〃 ハナ 90．0�
47 ビップエレナ 牝3芦 52

49 ▲小林 脩斗鈴木 邦英氏 田島 俊明 浦河 宮内牧場 466＋ 41：09．02 65．2�
815 マイグレーション 牡3黒鹿54 丸山 元気野村 茂雄氏 水野 貴広 新ひだか 藤原牧場 490＋ 41：09．21	 12．3�
36 レッドカルム 牝4黒鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 520± 01：09．3� 13．6	
510 コトブキレイア 牝4鹿 55 内田 博幸尾上 松壽氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 448－ 81：09．51	 49．7

23 � ホシフルドヒョウ 牡5黒鹿 57

54 ▲永野 猛蔵芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 490± 01：09．6クビ 69．2�
24 マリーアミノル 牝3栗 52

51 ☆木幡 育也吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 412＋18 〃 ハナ 16．7�
714� ディープブルーム 牝4鹿 55 江田 照男横瀬 寛子氏 岩戸 孝樹 日高 メイプルファーム 482± 01：09．7� 47．5
35 ステラダイヤ 牝3鹿 52 戸崎 圭太 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 492＋ 81：09．91	 12．1�
59 ア ン ビ ル 
5黒鹿57 木幡 初也�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 472－161：10．01 43．0�
12 グラウシュトラール 
5芦 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 手塚 貴久 日高 碧雲牧場 468－ 41：10．1クビ 2．3�
11 � アスタウンデッド 牡4鹿 57 木幡 巧也中村 智幸氏 小島 茂之 浦河 丸村村下

ファーム 422± 01：10．31	 47．9�
713� ペガサスターボ 牡4鹿 57 柴田 大知坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 千明牧場 504－151：10．4� 44．8�
48 � トーセンドナルド 牡3栗 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 432－ 41：10．82� 162．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 95，767，000円 複勝： 117，218，100円 枠連： 42，602，700円
馬連： 180，490，100円 馬単： 73，194，000円 ワイド： 151，017，200円
3連複： 289，572，300円 3連単： 340，855，300円 計： 1，290，716，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 200円 � 1，150円 枠 連（6－6） 1，590円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 670円 �� 5，050円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 34，280円 3 連 単 ��� 109，730円

票 数

単勝票数 計 957670 的中 � 156137（2番人気）
複勝票数 計1172181 的中 � 164484（3番人気）� 177883（2番人気）� 20091（15番人気）
枠連票数 計 426027 的中 （6－6） 20715（5番人気）
馬連票数 計1804901 的中 �� 85017（4番人気）
馬単票数 計 731940 的中 �� 18556（8番人気）
ワイド票数 計1510172 的中 �� 62055（4番人気）�� 7428（46番人気）�� 8624（42番人気）
3連複票数 計2895723 的中 ��� 6335（93番人気）
3連単票数 計3408553 的中 ��� 2252（321番人気）

ハロンタイム 9．4―11．0―11．0―11．7―12．2―13．1

通過タイム
150� 350� 550� 750� 950�
9．4―20．4―31．4―43．1―55．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．0
3 ・（11，3）6（5，12）（2，15）（13，16）1，14，4－（9，7，10）＝8 4 11，3－6，12，5（13，15）（2，16）1，14（4，7，10）9＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノアヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．18 福島3着

2018．4．8生 牝3栗 母 ダブルアクセル 母母 ホクトペンダント 8戦2勝 賞金 20，730，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シャンボールロッソ号
（非抽選馬） 3頭 ラブロッソー号・リアンフィーユ号・リンカーンテソーロ号



（3福島1）第5日 7月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 182頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

217，860，000円
3，020，000円
20，180，000円
1，530，000円
25，230，000円
78，907，500円
6，657，000円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
547，466，600円
795，738，000円
252，382，600円
1，098，159，600円
439，058，200円
865，625，700円
1，749，880，700円
1，939，801，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，688，113，300円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第 1回福島競馬第 5日は，お客様エリアの復旧工事のため，無観客で開催を実施した。
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